
松村　皆さんが、どういう事務所でどういうこと
をしているかを簡単に教えていただきます。ま
ず一般Aさん、お願いします。
一般A　私を含めて弁護士5人と秘書2人の計7人の

事務所です。基本的には一般民事が中心で、私
に振られる事件は不動産事件が特に多いですね。
総合事務所なので基本的には何でも屋さんです
が、飛び込みの相談は受けずに紹介による相談
のみというところが1つの特徴かなと思います。
一般P　私のところも規模としては大体同じで、弁

護士と事務員合わせて6人です。パートナーとし
て執務しています。刑事はほとんどやらない事
務所です。顧問先が50社以上あって、企業法務
も多いですが、不動産や相続などの一般民事が
中心です。
インハウス　私はインハウスです。飲食事業をメ

インとした一部上場企業で、フランチャイズ展
開もしています。全国と海外にも店舗はありま
す。社内に弁護士は私1人ですが、顧問先の弁護
士の方とのつながりはあります。
大規模　大規模事務所に勤めています。事務所と

しては主に企業法務をメインにやっています。
それ以外にもプロボノで難民申請の援助等もやっ
ています。

主な業務は、スタートアップ支援で、それ以
外では、FinTechや中国法務、バイオテック関連、
ファンド関連、M＆A、ファイナンスもちょくちょ
くやっていますね。基本的に自分の興味がある
仕事を色々とさせていただいています。
松村　まず、一般Aさんが今の事務所に入った理

由は何ですか。
一般A　事務所の先生たちの好感度が高かったか

らです。新人を歓迎している雰囲気と育ててく
れるだろうなというのが実感としてありました。

本当は、企業の内定をもらっていたのですが、
内定を断って入所しました。
松村　一般Pさんは今の事務所はどのように選ばれ

たのですか。
一般P　もともと最初から独立しようかなと考えて

いました。そのために就職活動は全くしていな
かったのですが、縁があって夏ぐらいにパートナー
で修習生を探している事務所があると聞き、パー
トナーとして入りました。
松村　何で最初から独立しようと思ったのですか。
一般P　修習に入る前に自分で個人事業をやってい

たのと、あまりどこかに属したくない性格で。
今まで会社員として長く勤めてきたのでもうい
いやと思って。
松村　では、インハウスさんは。
インハウス　私はもともと弁護士資格のないとき

に既に今の会社の内定をもらっていました。弁
護士になりたいという話をしたら内定を5年待っ
てくれるというので、その間に弁護士になって
戻りました。会社の雰囲気などは非常に気に入っ
ているので入ってよかったと思っております。
松村　大規模さん、いかがですか。
大規模　僕はもともとスタートアップ支援をやり

たかったということと、幅広く中国法務やテク
ノロジー関連の法務を取り扱いたかったからで
した。加えて、ビジョン的にも価値観も合う先
生がいらっしゃって、その先生と一緒にお仕事
がしたいなということで決めました。
松村　入った時点でその先生のところに付くとい

うのは決まっていたのですか。

前編最近の若手弁護士はどのようなことを考え
ているのでしょうか。NIBEN若手フォーラム
委員長の松村英樹弁護士（64期）が、登録1
年を経た72期の若手弁護士4名に、顔や名
前を出しては言えないことも含め（？）ざっく
ばらんにお話を伺いました。
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大規模　特定の先生にだけ付いて仕事をする形で
はないので希望という形だったのですが、希望
を受け入れていただいて、その先生とメインで
仕事をしています。
松村　法務としてスタートアップ支援に携わりた

いということですか。
大規模　そうです。僕自身も以前ベンチャーの立

ち上げに協力をしていたこともあり、また、興
味がある分野がすごく多いこともあって、何か1
つというよりは、関連する企業を全て支援した
いという思いがあります。
松村　自分自身が起業したいという気持ちもある

のですか。
大規模　以前起業していたこともありますし、今

後やっていきたいと思っています。機会があれ
ば法人化もあり得るかなとは思っています。
松村　皆さんは弁護士になって1年経ったぐらいで

すが、ずばり弁護士になってよかったこと、悪かっ
たことをぜひお話ししてください。
一般A　まずよかったことから。言葉にすると陳腐

になるのですが、熱くなれる事件があってそれ
に自分の判断で取り組めるのは弁護士のいいと
ころかなと思っています。困っている人を助け
るって、それだけで価値があると思います。普
通の会社に入っても熱くなれる仕事はたくさん
あるとは思うのですが、自分の判断だけではそ
ういうものに取り組めないと思います。弁護士
ならお金をもらわないでもその仕事に取り組む
ということも自分の判断でできますので、そう
いうところは、魅力的だと思います。

あと人とのコミュニケーションはすごく楽し
いですね。弁護士は人の感情を結構ダイレクト
に受ける立場です。好き嫌いが分かれるかもし
れないですが、好きであれば魅力的な仕事だと
思います。弁護士になってすごく感じたのは思っ
ていた以上に接客業だということで、例えば同
じ事件を同じ結果にまとめるとしても弁護士次
第で顧客の満足度は全く違うと思います。

色々要素はあると思いますが、依頼者から自
分がどれくらい信頼されているか、自分の人間
力が試されているところにやりがいを感じます。

弁護士をやって悪かったところというのは、
1つは普通の会社に就職したことがないのでビジ
ネスの感覚が一切分からないこと。そういう意
味ではインハウスさんのようにインハウスで会
社の中に入って、オリジネーションの段階から
クローズするところまでちゃんと見届けられる
というのはすごくいい経験になるだろうなとう
らやましい気持ちはちょっとあります。

　　悪いところというよりは、難しいところと言
い換えてもいいでしょうか。難しいなと思うと
ころは、やはり営業活動がある程度必要になっ
てくるところですね。

あと、このコロナ禍の影響が大きくて、もと
もとの関係性があればオンラインでもできるか
なとは思うのですが、一から人間関係を築くの
は僕は正直不可能だと思っています。コロナ禍
は弁護士の業務を1つ難しくさせているかなと感
じます。
松村　依頼者から結構きついことを言われたりだ

とか、あるいは求められている水準に達せてい
ないなと感じたことはありますか。
一般A　民事事件ではないですが、刑事事件では感

じたことがあります。最初は説明してもなかな
か聞いてもらえなかったのですが、それでも僕
はほぼ毎日接見に行って。そうすると信頼関係
が生まれてくるので。留置場の中の人や警察の
人よりも信頼してもらえる関係性になったので、
それは1つ成功体験というかコミュニケーション
がうまくいったことかなとは思います。
松村　一般Pさんはいかがですか。
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一般P　よかったこととしては、昔、別の仕事をし
ていてお客さんが言うことを聞いてくれなくて
すごく苦労をした過去があるのですが、今はそ
れがなくなり、その当時と比べてもすごく仕事
がやりやすいなと思います。

悪い点は、知らないということが許されない
のが結構きついなというのはありますね。「知り
ません」って許されないじゃないですか。だか
ら結構プレッシャーにもなってつらいなと感じ
ることもありますね。
松村　本当に知らなかったときはどうしていますか。
一般P　「調べます」と言って逃げるしかないです。

あとは当たり障りのない回答をしてその場をし
のぐなどですね。
松村　インハウスさんお願いします。
インハウス　私の場合は企業内の話になるのですが、

企業の中では新人、1年目であるにもかかわらず
重要な会議などに参加させていただけるという
のはやはり弁護士資格があるからだろうなとは
思います。あとは100人以上いる会社内で名前を
覚えてもらえるのは結構メリットかなと思います。

逆にデメリットとしては、弁護士だったら法
律関係のことは何でも知っているという前提で
結構来られてしまうことでしょうか。「製造物責
任について聞きたいんだけど…」などと急に言
われたりします。そのようなときは、急いで調
べるようにしています。
松村　大規模さんお願いします。
大規模　よかった点は、幅広い企業に触れられて、

色々なビジネスモデルや契約書を見て勉強がで
きるところです。1年目という立場では関われな
いような人や案件に関わったり。

あとは、先ほどの一般Pさんと同じですが、
たかが1年目ですが言ったことに対してそれなり
の信用力が付いてくるところが弁護士資格があ
ることによる強みだなと感じています。

　　あとは、弁護士資格があることで発言力があ
るから、色々なイベントを企画したときに参加
してくれる社会起業家の方がいらっしゃるのも
よい点だなと思っています。

悪い点としましては、結構下請け的な感じで

やらないといけない仕事があったりします。そ
れ以外は今のところはあまりないですね。
松村　なるほど。確かに下請け的なところという

とそうですよね。実際に企業を動かす側に対し
てはある意味では下請けでしょうし、ある意味
ではブレーキを掛ける役割もあるでしょう。

　　大規模さん、仕事とお休みのバランスはいか
がですか。
大規模　労働時間自体はそんなに長くないです。

土日は休みにしていますし、基本的には暦通り
で有休のような形で平日も休めるのが年に5日間
ですね。土日が仕事でつぶれたときは平日を勝
手に休みにしていたりします。月に300時間稼働
したこともありましたが、土日には旅行に行っ
たり本を読んだりゲームをやったりできます。

今年はテレワークがかなり進んだこともあって、
今は、僕自身月に2～3回ぐらいしか事務所に行
かないのですが、事務所内でも僕はすごく少な
い方ですね。
松村　では、一般Aさんいかがですか。
一般A　私は、9時までには事務所に行って7時半

ぐらいに帰るというのを週5日。基本的に週末と
祝日は全部休みです。たまに依頼者との関係で
休日しか法律相談ができないときはありますが、
あまり休日がつぶれることはないです。
松村　一般Pさんはいかがですか。
一般P　私は基本的にカレンダー通りに働こうかな

と思っています。いつ仕事をするか自分で自由
に決められるので土日も事務所へ行って仕事を
したり家で仕事をしたりしています。曜日や時
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のつながりの仕事のほか、事務所から振ってもらっ
た事件が売上げになりますが、コロナのときは
ゼロの月もありました。平均すると50万円くら
いになるかなと。
松村　では、次のトピックに移ります。今の事務

所で満足しているところ、それから満足してい
ないところについて伺っていきます。一般Aさ
んお願いします。
一般A　人間関係は全く不満がない。こればかりは

僕は運だと思っているので非常にありがたいな
と感じています。

1つ言うとすると、僕は事務所内に同期がいま
せん。僕が一番下で次が10期以上なんですね。
そうすると非常によく面倒を見てもらえますし、
正直比較されない安心感というのはありますね。

満足していないところは、うちの事務所は高
年齢化しているのであまり近代化していないん
ですね。それで今すぐどうこうという話ではな
いのですが、10年後にうちの事務所は大丈夫な
のかというのは正直ちょっと心配です。

昔の考え方が非常に強くてデジタル化という
か近代化が進んでいないので、そこは僕が変え
なければと思っています。あと、僕が個人で売
上げを上げ始めて上納しない限りは事務所への
売上げという面で僕が入った意味が今のところ
ない。それは自分自身がこれから貢献していか
ねばならないと思っているので、事務所の不満
ではなく、自分自身の課題です。
松村　どれぐらい近代化できていないのでしょうか。 
一般A　一番近代化していない先生はパソコンを

持っていない。ほかの先生は、パソコンは普通
に使っていますけど、DXには一番若い僕も全然
ついていけておらず、事務所全体として全く意
識が向いていないという状態です。今後デジタ
ル化が進んでくるときに、業務効率化だけでなく、
仕事の質でも、ほかの事務所との差ができてし
まうので、それはどこかでキャッチアップしな
いといけないと思っています。
松村　ちなみに先生方はオンラインコミュニケーショ

ンツールの「Microsoft Teams」や「Zoom」は
お使いになりますか。

間に関係なくやりたいときにやっている感じで
す。暇だったら平日でも遠慮なく休むという感
じですね。
松村　ざっくりでいいですが、平均したときに1日

どれくらい執務していますか。
一般P　平日は、事務所へ10時ぐらいに行って8時、

9時ぐらいには帰ります。
松村　インハウスさんはどうですか。
インハウス　私は会社なので9時に行って6時に帰

るという感じで、土日祝日は休みです。フレッ
クスではあるので、随時時間帯を変えることは
可能です。
松村　お金の話をちょっと伺いたいのですが、イ

ンハウスさんは会社なので残業した場合は。
インハウス　雇用契約なので残業代は全て出ます。
松村　一般Pさんはパートナーなのでそもそも残業

代という概念がないと思うのですが、ほかのお2
人は、どうでしょうか。
一般A　固定で、月当たりいくらと決まっています

ので、残業代はありません。ただボーナスは出
してもらえます。個人事業主なので税金は全部
負担ですし有休も存在しないですね。
松村　さらに切り込みますが、一昔前だと弁護士

の1年目の給料は、月50万円を事務所からもらえ
てボーナスはありませんよというのが結構多かっ
たようですが、それに対してハイなのか、ロー
なのか、どうでしょうか。
一般A　ハイ（高い）です。
松村　大規模さんはまず残業代はどうでしょうか。
大規模　残業代はなく年俸制みたいな形ですね。
松村　1年目は横並びで決まっているんですか。
大規模　そうです。2年目も同じですが、3年目か

ら少し変わってきます。
松村　四大はというところでいくと一昔前は大体

初年度1000万円ぐらいという話があったのですが。
大規模　そうですね。それよりちょっと高いぐら

いです。
松村　一般Pさんは、パートナーなので、売上げな

いし所得が1年目でどれくらいだったか今把握さ
れていますか。
一般P　月50万円ぐらいかと思います。前職がらみ
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一般A　使います。裁判所からやると言われるの
で。そこは問題ないですね。
大規模　僕の事務所も決して早かったわけではなく、

たまたま一昨年の12月ぐらいからテレワークを
始めようと、ノートパソコンが初めて支給され
ました。「Zoom」もその頃から始めています。
でもDXが全く進んでいない事務所が多いのであ
れば、そういうものを導入しやすくなるような
研修などがあるといいなと思いました。
松村　一般Pさん、今の事務所でよかったところと

悪かったところを教えてください。
一般P　悪いところとして、去年コロナの時期だっ

たというのもあり事務所での飲み会が1回もあり
ませんでした。それは残念だなとは思いますね。

いいところは、人間関係ですね。人間関係が
悪かったら働きにくいですもんね。
松村　事務員さんに対してどこまで仕事を振って

いいだとか、そのあたりはどうですか。
一般P　それは模索中です。うちの事務所は何十年

も続いているらしいのですが、パートナーとし
ていきなり入所したのは私が初めてで、もちろ
ん経費も入れていますが、事務員さんに何をど
こまで振っていいのかって結構難しくて、その
都度その都度悩んでいます。
松村　インハウスさん、どうでしょうか。
インハウス　よかったところは、やはり人数が多

くてそれぞれの色々な専門家がいるところです。
ITに強い方だったらIT部門にいるし、国際に強
い方だったら国際部門にいるし。そういう方と
相談をして、1つの事業を成し遂げていくという
のは会社ならではなのかなと思います。

逆に会社だと自分から案件を探してきて受任
して訴訟をするという経験が一切積めないので、
そこは弁護士としては不安ではあります。
松村　弁護士が1人しかいないことについては弊害

を感じますか。
インハウス　法務を10年も20年も担当している方

は弁護士より法律も、現場のことも知っている
ので、むしろ勉強させてもらっているという感
じです。

ただ、弁護士同士で相談が気軽にできないと

いうのはやはり1人しかいないことの弊害なのか
なとは思います。
松村　大規模さんはどうでしょう。
大規模　思っていた以上に自由に色々やらせても

らえています。弁護士も500、600人と多いです
が、一番上の先生と話す機会が結構あったり、
色々事務所の体制に対して意見を言う機会があっ
たりするというのが非常にいいなと思う点です。
自由なのは事務所外のイベント参加や事務所内
で自分がやりたい仕事をやらせてもらえるとこ
ろもそうです。

一方で悪い点としては、人数が多いこととコ
ロナ禍で、僕自身も事務所にいない時間が増え
るため、顔も声も分からない先生と仕事をする
ことが結構あって。プライベートでのコミュニケー
ションもあまりないです。同期の顔は大体知っ
ていますけど、全然話したこともない人が多い
のが残念だなと思います。ベンチャーがよく行っ
ているワン・オン・ワンミーティングのように週1
で事務所の仕事とは関係なく誰かと話す機会が
増えるといいなと思って提言しています。

あとは辞める人も多いので、仲がよかったり
するとすごく悲しいです。
松村　同期でももう辞めた人というのはいるので

しょうか。
大規模　そうですね。事務所が嫌いだから辞めた

という感じではないですが、ご家庭の都合だっ
たりだとか色々ですね。
松村　今の事務所に入るに当たって期待していた

ものを100点としたときに何点ですか。一般Aさ
んお願いします。
一般A　それで面白くない回答を言うとしたら本当
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インハウス　私の場合は内定をもらうときに会社
の見学等もしていますし、会社を知った上で入っ
ているという点で期待どおりではあるかなとい
う感じはします。

ただ、私は2月入社で8月まで法務部ではなく
店舗で働いていたので、法律に全く関係ない仕
事をしていて、それが今から考えると現場を知
るという上ではよかったかなと思うのですが、
弁護士としての仕事はあまりできなかった。「い
らっしゃいませ」とか言っていたので（笑）。
一般A　まさかお客さんも弁護士とは思っていない

でしょうからね。
インハウス　はい。普通にレジ打ちなどをしてい

ました。
松村　あえて点数をつけると。
インハウス　まあ、85点ぐらいで。
松村　リアルな数字をありがとうございます。大

規模さんはどうですか。
大規模　そうですね。110～120点ぐらい。
一般A　100点という基準値が低くなるから（笑）。
インハウス　85点も低くなっちゃうね。
大規模　期待していたところは期待どおりでしたし、

内定をいただいたときはパソコンとかモバイル
Wi-Fiの支給という話もなかったので、聞いてい
たよりは色々な支給品があってうれしいという
のと、あまり自由にできないという話を聞いて
いたのですが、割に仕事も断れるし、「こういう
ことをやりたいです」と言っていれば、振って
もらえたり、案件に入れたりするので、期待値
がプラスに転じる要因かなと。

悪かった点は人間関係がちょっと希薄なとこ
ろが残念だったかな。
一般A　僕は同期がいないので気になるのですが、

同じ職場内の同期というのはどういう関係性な
のかなと。
大規模　修習の同期に似た感じはやはりあります

ね。この前もその修習の同期何人かで「Zoom」
を使って飲み会をやっていたのですが、何か結
構修習同期の間での話と変わらないですね。案
件とか事務所内部の話はしますけど。　　　　

次号に続きます

は100点なんですよ。期待以上のところと期待以
下だったところを平均すると100点になります。

細かく言うと、入所するときに提示された給
料よりも多かったんですよ。「入ってくれたら育
てていくよ」と言ったのも全くうそじゃなかっ
たと。そこは本当に感謝しかありません。近代
化していないとか色々言いましたけど、この事
務所を離れるつもりは今のところ一切ないですし、
すごく居心地がいい事務所です。

　　逆に何が期待より下だったかというと、僕は
事務所に入ってから会社法を触ったことはほぼ
ないような状況なので、業務内容は自分が思っ
たものとは少し違ったなというのはありますが、
総合すると100点です。
松村　面白くないな（笑）。いいですけどね。では、

一般Pさんは。
一般P　そうですね、面白い回答がないのですが、

そもそも1人でやろうとしていたところで事務所
に入ったので、事務所自体に別に何も期待はし
ていなかったですね。何か勉強になればいいか
なと思っていました。ベテランの先生がそばに
いてその先生の教えを受けられるという意味で
は期待していました。その期待値を100点だとす
ると120点ぐらいかなという気はしていますね。

事件の処理などボスのやり方がすごく勉強に
なって、結構感動することもあります。
松村　お金の話にまた戻ってしまい恐縮ですが、

大体これぐらい売り上げられるかななどの想定
があったと思うのですが、それに関してはどう
ですか。
一般P　「うちの事務所に来たらこれぐらいになる

かもしれないよ」と金額をある程度言われていて、
多分それよりもかなり多いかなという気はしますね。
松村　一般Pさんの場合は、イレギュラーなパート

ナーという形ですが、ほかの先生方との人間関
係で悩むところはありますか。
一般P　アソシエイトが71期で1人いるので、同期

の友達のような感じで、昨日も『ドラクエ』の
話を1時間ぐらいしていたり、本当に楽しくやっ
ています。
松村　では、インハウスさん。
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